
令和４年11月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2023/1/27

時間 行   事   名 会    場 結果

3 (木) 8時 2022ヤングリーグ山口･広島卒団交流試合 愛宕SC 絆スタジアム

3 (木) 4 (金) 9時
ポカリスウェットフレンドカップIN岩国
2022

岩国市テニスコート ☆

3 (木) 9時
第34回 岩国サッカーフェスティバル(少
女･女子の部)

愛宕SC 陸上競技場

3 (木) 9時 山口県体育大会ホッケー競技(一般の部) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

3 (木) 8時 マスターズ親睦交流大会 岩国市市民球場 ☆

5 (土) 6 (日) 8時
第31回ヤングリーグ春季大会山口支部予
選

愛宕SC 絆スタジアム ☆

5 (土) 9時
第13回錦帯橋カップ中学校バレーボール
大会

岩国市総合体育館 アリーナほか ☆

5 (土) 9時 秋季岩国市内中学校ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

5 (土) 9時 第66回岩国市秋季大会スポレク交流大会 岩国市総合体育館 武道場 ☆

5 (土) 9時
第46回岩国市近郊バドミントン大会個人
戦

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

5 (土) 6 (日) 9時
JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大
会 周東ブロック予選

愛宕SC 陸上競技場 ☆

5 (土) 20 (日) 9時
サッカーリーグin山口県岩国ブロック
リーグ低学年

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

5 (土) 13時 第7回山口県U-12岩国玖珂地区DC 由宇文化スポーツセンター アリーナ ―

6 (日) 9時 山口県体育大会テニス競技(一般の部) 岩国市テニスコート ―

6 (日) 9時 山口県体育大会アーチェリー競技 岩国市アーチェリー場 ―

6 (日) 9時 わいわいサッカー親睦大会 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

6 (日) 9時 秋季市民ソフトボール大会B・Cゾーン 横山河川敷運動広場 ☆

7 (月) 9時 後期岩国市バウンドテニス親睦大会 岩国市総合体育館 武道場 ☆

7 (月) 9時 第93回岩国市フリーテニス大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

9 (水) 10 (木) 9時 山口県シニアテニス連盟岩国大会 岩国市テニスコート ☆

10 (木) 9時 第20回中国新聞杯周東近郊GG大会 サン･ビレッジ周東多目的グラウンド

12 (土) 9時
岩国市 ジュニアサッカートレーニングセ
ンター

愛宕SC 陸上競技場 ―

12 (土) 13 (日) 9時
山口県体育大会剣道競技高等学校の部 兼
山口県高等学校剣道新人大会

岩国市総合体育館 アリーナ ―

12 (土) 13 (日) 9時
山口県体育大会アーチェリー競技(高校の
部)

岩国市アーチェリー場 ―

12 (土) 13 (日) 9時30分
山口県体育大会カヌー競技(高校の部、一
般の部)2022シーカヤック山口カップ第3
戦

中山湖特設カヌーコース ―

12 (土) 19時 シニアサッカートレーニングセンター 愛宕SC 陸上競技場 ―

13 (日) 9時 岩国市社会人サッカーリーグ(1部･2部) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

13 (日) 9時 第108回岩国市ソフトバレーボール大会 周東体育センター ☆

15 (火) 9時 第22回錦帯橋GB大会 横山河川敷運動広場 ☆

16 (水) 18時30分 岩国市剣道連盟合同稽古会 岩国市総合体育館 武道場 ―

18 (金) ～ 20 (日) 8時
第47回全国高等学校選抜フェンシング大
会中国地区予選

愛宕SC CC アリーナ ☆

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d8d9e53880ef09be0457db565b542ce6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d48c788c4512808fc1544c99c2b9da8d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/45d3f5c2fe53988237ccd822c6e8c283.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/6538b6b92d20981ed7a7dbe6a5c1bdaf.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/383e241cd2b672781d3741229b5356dd.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/4ad6542ec68567f3c93f49ded1da1a17.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/024bb4eb8432abd9bc8f1365abcbf6b6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/8b6e535bd1b2c50a4b0eff02652ad85c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3777d3e4beec5d566ee0d6759aba3374.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/11.7bt.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/e2e9a7908d3b272d5d77ac9095a4781e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/0d7f32f4176b0e1c70cb3ccaf43e2092.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/29919974c0459b3cf1bbea9b0d2ca6bc.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/11.15gb.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/53a804fa197a50988c80e4757a0d42cf.pdf
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時間 行   事   名 会    場 結果日(曜日)

19 (土) 8時30分
第5回岩国少年ソフトボール同好会絆カッ
プ

愛宕SC ソフトボールフィールド ☆

19 (土) 20 (日) 9時 錦帯橋CUPハンドボール大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

20 (日) 9時 秋季市民ソフトボール大会Sゾーン 横山河川敷運動広場 ☆

20 (日) 9時
第6回岩国市一般男子総合ソフトボール選
手権大会

愛宕SC ソフトボールフィールド

20 (日) 9時
第74回中国五県都市対抗軟式野球大会(A
級)岩国柳井ブロック

岩国市市民球場 ☆

☆

☆

23 (水) 9時 第7回PACRAFT杯少年サッカー大会 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

23 (水) 岩国市陸上競技協会中･長距離記録会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

24 (木) 9時 第20回錦帯橋杯GG交歓大会 横山河川敷運動広場 ☆

26 (土) 9時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロック
リーグ

市内小学校 ―

26 (土) 27 (日) 9時 野村謙二郎CUP第14回西日本中学野球大会 愛宕SC 絆スタジアムほか ☆

26 (土) 27 (日) 9時
第38回山口県ミニバスケットボール決勝
大会

岩国市総合体育館 アリーナほか ☆

26 (土) 27 (日)
MUFGジュニアテニストーナメント山口県
予選

岩国市テニスコート ☆

27 (日) 9時
第6回岩国市一般男子総合ソフトボール選
手権大会

横山河川敷運動広場 ☆

27 (日) 8時
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(一
部)岩国市予選

岩国市市民球場ほか ☆

27 (日) 8時
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(二
部)岩国市予選

岩国市市民球場ほか ☆

27 (日) 9時 第18回玖珂親善サッカー大会 U10 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

27 (日) 9時 第27回錦帯橋カップサッカー大会 横山河川敷運動広場 ☆

30 (水) 9時 シニアテニス岩国秋季親睦大会 岩国市テニスコート ☆

第46回岩国バレーボール協会会長杯バ
レーボール大会及び第40回岩国バレー

ボール協会レディース杯バレーボール大
会

20 (日) 9時 由宇文化スポーツセンター アリーナ

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/784a7cc131379e6c977ec5941f5ac2c2.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/5fbd2f81a10d23ef7038305f4bab65a6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3777d3e4beec5d566ee0d6759aba3374.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/9855b250a388664d4d029fbfc7d2d10a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/e491cd249a9f77bf814adec7501c2266.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/0f17f9da30a218bc89834b2757c341ac.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/667e90b444fd7c632a4a3244591fd18a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/12/6a1aa7200f1ec7a90cbe79fcc98db109.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d7df624c16953f2f1f5f75075b0d350e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/96b9d2bcccc44ec0d7e6385385347418.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d64c7d5d0a0cc1a512afcb02cc0461f2.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/209384c6451f3e2f5f86ec12676a8ff0.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/efa29548ee430ac97b7ac46f5f10371a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/12/182c4d439313848885d7b0c71d7b9eba.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/12/6c24f7b179974bb7e2cb1930226d96aa.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/47693725f6fe800f6fda4a909a3e190b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3b9d5d87bd0175e07b6e85dcc997e502.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/6954d1998efbc1132043aaf1fbf8f1c0.pdf
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時間 行   事   名 会    場日(曜日)

時間 行   事   名 会    場

9時 ソフトテニス教室 岩国市テニスコート

10時 いきいき健康体操 岩国市総合体育館 武道場

10時 ストレッチポール教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム２

10時 テニススクール 岩国市テニスコート

13時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場

14時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

18時 ミズノ運動教室 岩国市屋内ゲートボール場

18時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

19時
15時

トレーニング講習会 由宇文化スポーツセンター

9時15分 卓球デー 由宇文化スポーツセンター アリーナ

10時 テニススクール 岩国市テニスコート

10時 ＹＯＧＡ教室 由宇文化スポーツセンター

13時30分 貯筋うんどう教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

13時30分 ミズノ フラダンス教室 岩国市総合体育館 会議室

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

15時30分 フラダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

16時35分 kidsフラダンス 由宇文化スポーツセンター

19時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場

9時30分 ソフトバレーボールデー 由宇文化スポーツセンター アリーナ

9時30分 健康ストレッチ 由宇文化スポーツセンター

10時 テニススクール 岩国市テニスコート

15時30分
16時35分 バレエ教室 由宇文化スポーツセンター

18時45分
“アスリート育成のための”ハンドボー
ル教室(前期)

岩国市総合体育館 アリーナ

10時 テニススクール 岩国市テニスコート

10時 バレトン(第2期) 岩国市総合体育館 武道場

13時30分 ミズノ エンジョイダンス教室 岩国市総合体育館 武道場

16時30分 リズムダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

17時45分 ミズノ ボールの蹴り方教室 岩国市屋内ゲートボール場

9時15分 はじめてのエアロビクス 由宇文化スポーツセンター 小体育室

10時 テニススクール 岩国市テニスコート

1･8･15･22･29(火)

1･8･15･22･29(火)

1･8･15･22･29(火)

1･8･15･29(火)

2･9･16(水)

2･9･16(水)

2･16(水)

1･8･15･22･29(火)

2･16(水)

2･9･16･23･30(水)

5･12･19･26(土)

5･12･19･26(土)

3･10･17･24(木)

4･11･18･25(金)

4･11･18･25(金)

3(木)

日(曜日)

1･8･15･22(火)

1･8･15･22･29(火)
5･19(土)

1･8･15･22･29(火)

2･9･16(水)

4･18･25(金)

4･11･18･25(金)

1･22(火)

3･10･17･24(木)

4･11･18･25(金)

2･9･16･23･30(水)

2･9･16･23･30(水)

3･10･17･24(木)

3･10･17･24(木)

2･16(水)
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時間 行   事   名 会    場日(曜日)

10時30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

11時 幼児体操教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

13時15分 児童体操教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

15時 ＨＩＰＨＯＰ ダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

18時15分 “はじめての”ハンドボール教室(後期) 岩国市総合体育館 アリーナ

9時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

9時 ミニテニス教室(後期) 岩国市総合体育館 アリーナ

18時 ミズノキッズダンス教室 岩国市総合体育館 武道場

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

18時30分 O-60シニアサッカークリニック 愛宕SC 陸上競技協会

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

10時 ミズノ 太極拳教室 岩国市総合体育館 武道場

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

16時 岩国市ジュニアサッカースクール 愛宕SC 陸上競技場

13時30分 ビーズ手芸講習会 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

9時30分 顔ヨガ教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

9時30分
10時45分 わくわくＥスクール 由宇文化スポーツセンター

13時 陸上競技教室 愛宕SC 陸上競技場

13時 ジュニアホッケーセミナー 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

9時 令和4年度第47回由宇近郷少年柔道大会 由宇文化スポーツセンター

9時 岩国市少年･少女サッカー教室 愛宕SC 陸上競技場

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

9時 くがまちホッケー教室 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター

18時 チャレンジスポーツ教室 岩国市総合体育館 アリーナ

8･15･22･29(火)

5･12･19･26(土)

5･19(土)

10･17･24(木)

7･14･21(月)

11･25(金)

12(土)

20(日)

5･12･19･26(土)

19(土)

9･23(水)

8･29(火)

5･12･19･26(土)

9･30(水)

10･17･24(木)

23(水)

5(土)･20(日)

12(土)

13(日)

17･24(木)

13(日)

10･17･24(木)

12･19･26(土)

12･26(土)

6･13･20･27(日)


